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XD
F3F2F1esc

MShift シェイプでマスク+ +Ctrl 

中央 (水平方向)+Shift中央 (水平方向)+command+control

パスに変換+Ctrcl 8パスに変換+command 8

重なる部分を中マド+Alt+Ctrl X重なる部分を中マド+command+option X

交差+Alt+Ctrl I交差+command+option I

前面オブジェクトで型抜き+Alt+Ctrl S前面オブジェクトで型抜き+command+option S

Alt 計測値を有効にするオブジェクトを
選択した状態計測値を有効にするoption

選択範囲コマンドのショートカットキー 選択範囲コマンドのショートカットキー

ズームイン+Ctrl +

アートボードグリッドを表示Ctrl ^+アートボードグリッドを表示shift +command 7+

ワークスペースの切り替えCtrl tab+ワークスペースの切り替えcontrol tab+

レイヤーcommand + Y

シンボルライブラリcommandshift ++ Y

フルスクリーンcommandoption

ビューメニューのショートカットキー ビューメニューのショートカットキー

合体+Alt

パス選択Ctrl パス選択command

中心から固定Altshift +

デザインモードtabcommand + デザインモードtabCtrl +

中心から固定optionshift

線の回転を固定（45℃づつ回転）(45°)shift線の回転を固定（45℃づつ回転）(45°)shift

回転を固定（15℃づつ回転）(15°)shift回転を固定（15℃づつ回転）(15°)shift

Enter テキストを編集テキストを編集enter

shift 固定固定shift

Alt 

+Ctrl U

オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグ オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグオブジェクトをコピーおよびペーストドラッグ オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグoption

中心からoption

操作メニューのショートカットキー 操作メニューのショートカットキー

合体+Alt+Ctrl U合体+command+option

パスに関するショートカットキー パスに関するショートカットキー

U

垂直+Ctrl +shift V垂直+command+control V

水平+Ctrl +shift H水平+command+control

分布に関するショートカットキー 分布に関するショートカットキー

H

背面へ+Ctrl 

最背面へ+Ctrl +shift [

背面へ+Ctrl [

]

最前面へ+Ctrl +shift ]

背面へ+command

最背面へ+command+shift [

背面へ+command [

]

最前面へ+command+shift

重ね順に関するショートカットキー 重ね順に関するショートカットキー

Shift 左揃え+ +Ctrl 

▲

右揃え+Shift+Ctrl 

▲

下揃え+Shift+Ctrl 

中央 (垂直方向)+Shift

▲ 上揃え+Shift+Ctrl 

▲

下揃え+command+control

中央 (垂直方向)+command+control

▲ 上揃え+command+control

▲

右揃え+command+control

▲▲
左揃え+command+control

整列に関するショートカットキー 整列に関するショートカットキー

GShift グループ化解除+ +Ctrl 

IShift 読み込み+ +Ctrl 

SShift 別名で保存+ +Ctrl 

AShift すべて選択解除+ +Ctrl 

ZShift やり直し+ +Ctrl 

Windows

; 隠す+command

M シェイプでマスク+command+shift

G グループ化解除+command+shift

I 読み込み+command+shift

S 別名で保存+command+shift

A すべて選択解除+command+shift

Z やり直し+command+shift

H+command 他を隠す+

Mac

option

enter

return:   *

▼

▲▲option

alt

command ⌘command control

Ctrl

⌘fn

▲▲

*隠す *シンボル
を作成

ロックグループ化

終了

取り消し

終了

カット コピー ペースト

複製全選択

新規作成

開く*閉じる

保存

書き出し

*はMacのみ
WindowsはCtrlと同時クリック
Macはcommandと同時クリック

リピート
グリッドに
する

オブジェクトメニューのショートカットキー オブジェクトメニューのショートカットキー

ファイルメニューのショートカットキー ファイルメニューのショートカットキー

編集メニューのショートカットキー 編集メニューのショートカットキー

一般的なショートカットキー

CC

M M

]

背面へ 前面へ

パスに変換

太字

斜体

+

選択範囲に
合わせて
ズーム

++ F

ズームイン

ズームアウト画面サイズ
に合わせる

画面100% 画面200%

オブジェクトを
選択した状態

ショートカットキー一覧
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パスに変換+Ctrcl 8パスに変換+command 8

重なる部分を中マド+Alt+Ctrl X重なる部分を中マド+command+option X

交差+Alt+Ctrl I交差+command+option I

前面オブジェクトで型抜き+Alt+Ctrl S前面オブジェクトで型抜き+command+option S

Alt 計測値を有効にするオブジェクトを選択した状態計測値を有効にするoption

選択範囲コマンドのショートカットキー 選択範囲コマンドのショートカットキー

ズームイン+Ctrl +

アートボードグリッドを表示Ctrl ^+アートボードグリッドを表示shift +command 7+

ワークスペースの切り替えCtrl tab+ワークスペースの切り替えcontrol tab+

レイヤーcommand + Y

シンボルライブラリcommandshift ++ Y

フルスクリーンcommandoption

ビューメニューのショートカットキー ビューメニューのショートカットキー

合体+Alt

パス選択Ctrl パス選択command

中心から固定Altshift +

デザインモードtabcommand + デザインモードtabCtrl +

中心から固定optionshift

線の回転を固定（45℃づつ回転）(45°)shift線の回転を固定（45℃づつ回転）(45°)shift

回転を固定（15℃づつ回転）(15°)shift回転を固定（15℃づつ回転）(15°)shift

Enter テキストを編集テキストを編集enter

shift 固定固定shift

Alt 

+Ctrl U

オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグ オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグオブジェクトをコピーおよびペーストドラッグ オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグoption

中心からoption

操作メニューのショートカットキー 操作メニューのショートカットキー

合体+Alt+Ctrl U合体+command+option

パスに関するショートカットキー パスに関するショートカットキー

U

垂直+Ctrl +shift V垂直+command+control V

水平+Ctrl +shift H水平+command+control

分布に関するショートカットキー 分布に関するショートカットキー

H

背面へ+Ctrl 

最背面へ+Ctrl +shift [

背面へ+Ctrl [

]

最前面へ+Ctrl +shift ]

背面へ+command

最背面へ+command+shift [

背面へ+command [

]

最前面へ+command+shift

重ね順に関するショートカットキー 重ね順に関するショートカットキー

Shift 左揃え+ +Ctrl 

▲

右揃え+Shift+Ctrl 

▲

下揃え+Shift+Ctrl 

中央 (垂直方向)+Shift

▲ 上揃え+Shift+Ctrl 

▲

下揃え+command+control

中央 (垂直方向)+command+control

▲ 上揃え+command+control

▲

右揃え+command+control

▲▲
左揃え+command+control

整列に関するショートカットキー 整列に関するショートカットキー

GShift グループ化解除+ +Ctrl 

IShift 読み込み+ +Ctrl 

SShift 別名で保存+ +Ctrl 

AShift すべて選択解除+ +Ctrl 

ZShift やり直し+ +Ctrl 

Mac　＆　WindowsWindows

; 隠す+command

M シェイプでマスク+command+shift

G グループ化解除+command+shift

I 読み込み+command+shift

S 別名で保存+command+shift

A すべて選択解除+command+shift

Z やり直し+command+shift

H+command 他を隠す+

Mac

option

enter

return:   *

▼

▲▲option

alt

command ⌘command control

Ctrl

⌘fn

▲▲

*隠す *シンボル
を作成

ロックグループ化

終了

取り消し

終了

カット コピー ペースト

複製全選択

新規作成

開く*閉じる

保存

書き出し

*はMacのみ
WindowsはCtrlと同時クリック
Macはcommandと同時クリック

リピート
グリッドに
する

オブジェクトメニューのショートカットキー オブジェクトメニューのショートカットキー

ファイルメニューのショートカットキー ファイルメニューのショートカットキー

編集メニューのショートカットキー 編集メニューのショートカットキー

一般的なショートカットキー

CC

M M

]

背面へ 前面へ

パスに変換

太字

斜体

+

選択範囲に
合わせて
ズーム

++ F

ズームイン

ズームアウト画面サイズ
に合わせる

画面100% 画面200%

オブジェクトを選択した状態

ショートカットキー一覧

 Adobe Experience Design

ツールメニューのショートカットキー

アートボードA

テキストT

ペンP

線L

楕円形E

四角形R

ズームZ

選択V

Windows
ズームイン：Adobe XD キャンバスの任
意の場所をクリックするか、目的のアート
ボードをクリックします。または、ズームイ
ンする領域を囲み枠で選択します。

ズームアウト：Alt を押しながらクリック

ズームインを一時的に有効にするには：
スペース + Ctrl を押してから、アートボ
ード上の領域を囲み枠で選択してズー
ムイン（拡大）します。

Mac
ズームイン：Adobe XD キャンバスの任
意の場所をクリックするか、目的のアート
ボードをクリックします。または、ズームイ
ンする領域を囲み枠で選択します。

ズームアウト：Option を押しながらクリッ
ク

ズームインおよびズームアウトを一時的
に有効にするには：
スペース + Command を押してから、ア
ートボード上の領域を囲み枠で選択して
ズームイン（拡大）します。
スペース + Command + Option でズー
ムアウト
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MShift シェイプでマスク+ +Ctrl 

中央 (水平方向)+Shift中央 (水平方向)+command+control

パスに変換+Ctrcl 8パスに変換+command 8

重なる部分を中マド+Alt+Ctrl X重なる部分を中マド+command+option X

交差+Alt+Ctrl I交差+command+option I

前面オブジェクトで型抜き+Alt+Ctrl S前面オブジェクトで型抜き+command+option S

Alt 計測値を有効にするオブジェクトを
選択した状態計測値を有効にするoption

選択範囲コマンドのショートカットキー 選択範囲コマンドのショートカットキー

ズームイン+Ctrl +

アートボードグリッドを表示Ctrl ^+アートボードグリッドを表示shift +command 7+

ワークスペースの切り替えCtrl tab+ワークスペースの切り替えcontrol tab+

レイヤーcommand + Y

シンボルライブラリcommandshift ++ Y

フルスクリーンcommandoption

ビューメニューのショートカットキー ビューメニューのショートカットキー

合体+Alt

パス選択Ctrl パス選択command

中心から固定Altshift +

デザインモードtabcommand + デザインモードtabCtrl +

中心から固定optionshift

線の回転を固定（45℃づつ回転）(45°)shift線の回転を固定（45℃づつ回転）(45°)shift

回転を固定（15℃づつ回転）(15°)shift回転を固定（15℃づつ回転）(15°)shift

Enter テキストを編集テキストを編集enter

shift 固定固定shift

Alt 

+Ctrl U

オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグ オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグオブジェクトをコピーおよびペーストドラッグ オブジェクトをコピーおよびペーストドラッグoption

中心からoption

操作メニューのショートカットキー 操作メニューのショートカットキー

合体+Alt+Ctrl U合体+command+option

パスに関するショートカットキー パスに関するショートカットキー

U

垂直+Ctrl +shift V垂直+command+control V

水平+Ctrl +shift H水平+command+control

分布に関するショートカットキー 分布に関するショートカットキー

H

背面へ+Ctrl 

最背面へ+Ctrl +shift [

背面へ+Ctrl [

]

最前面へ+Ctrl +shift ]

背面へ+command

最背面へ+command+shift [

背面へ+command [

]

最前面へ+command+shift

重ね順に関するショートカットキー 重ね順に関するショートカットキー

Shift 左揃え+ +Ctrl 

▲

右揃え+Shift+Ctrl 

▲

下揃え+Shift+Ctrl 

中央 (垂直方向)+Shift

▲ 上揃え+Shift+Ctrl 

▲

下揃え+command+control

中央 (垂直方向)+command+control

▲ 上揃え+command+control

▲

右揃え+command+control

▲▲
左揃え+command+control

整列に関するショートカットキー 整列に関するショートカットキー

GShift グループ化解除+ +Ctrl 

IShift 読み込み+ +Ctrl 

SShift 別名で保存+ +Ctrl 

AShift すべて選択解除+ +Ctrl 

ZShift やり直し+ +Ctrl 

Windows

; 隠す+command

M シェイプでマスク+command+shift

G グループ化解除+command+shift

I 読み込み+command+shift

S 別名で保存+command+shift

A すべて選択解除+command+shift

Z やり直し+command+shift

H+command 他を隠す+

Mac

option

enter

return:   *

▼

▲▲option

alt

command ⌘command control

Ctrl

⌘fn

▲▲

*隠す *シンボル
を作成

ロックグループ化

終了

取り消し

終了

カット コピー ペースト

複製全選択

新規作成

開く*閉じる

保存

書き出し

*はMacのみ
WindowsはCtrlと同時クリック
Macはcommandと同時クリック

リピート
グリッドに
する

オブジェクトメニューのショートカットキー オブジェクトメニューのショートカットキー

ファイルメニューのショートカットキー ファイルメニューのショートカットキー

編集メニューのショートカットキー 編集メニューのショートカットキー

一般的なショートカットキー

CC

M M

]

背面へ 前面へ

パスに変換

太字

斜体

+

選択範囲に
合わせて
ズーム

++ F

ズームイン

ズームアウト画面サイズ
に合わせる

画面100% 画面200%

オブジェクトを
選択した状態

ショートカットキー一覧

 Adobe Experience DesignXD
F4 終了+Alt

for Windows

X コピー+command

X カット+command

Z やり直し+command+shift

Z 取り消し+command

Q 終了+command

H+command 他を隠す+

H

for Mac

shift

隠す+

Dshift あああ+

option

command


